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問１　  未制定府県（11府県）の状況について
①　平成30年12月以降、新たに制定された府県
はない。

②　制定の見込みが予想される府県は特にない。
③　制定の見込みのない府県の多くは、府県教
育長・府県教育委員会等との懇談・要請な
ど続けているが、「教育の日」制定の必要
性に理解を得られていない。

問２　	新たに制定された市町村（２市、1町、
１村）

◦奈良県香芝市
◦福岡県太宰府市
◦	沖縄県本部町、宜野座村

問３　⑴　各都道府県・市町村の「教育の日」
の制定状況
	 	 市	 町	 村
和歌山県	 9/9	 （100％）	 9/9	 1/1
沖縄県	 10/11	 （91％）	 8/11	 11/19
佐賀県	 9/10	 （90％）	 1/10
大分県	 9/14	 （64％）	 2/3	 1/1
宮崎県	 5/9	 （56％）	 3/19	 0/3
徳島県	 3/8	 （38％）	 0/15	 0/1
熊本県	 5/14	 （36％）	 4/23	 0/8
北海道	 12/35	 （34％）	 12/129	 1/15
山形県	 4/13	 （31％）	 2/19	 0/3
群馬県	 4/14	 （29％）	 2/15	 1/8
茨城県	 8/32	 （25％）	 6/7	 2/2
鳥取県	 1/4	 （25％）	 1/14	 0/1
広島県	 3/14	 （21％）	 1/9
奈良県	 2/12	 （17％）	 0/10	 0/12
福岡県	 5/29	 （17％）	 0/29	 0/2
秋田県	 2/23	 （15％）	 0/9	 0/3
山梨県	 2/13	 （15％）	 0/8	 0/6

千葉県	 4/37	 （11％）	 1/16	 1/1
新潟県	 2/29	 （20％）	 0/6	 0/4
静岡県	 2/21	 （9％）	 0/12	 0/5郡
高知県	 1/11	 （9％）	 0/17	 1/6
滋賀県	 1/13	 （8％）	 0/6	 0/0
三重県	 1/14	 （7％）	 0/6	 0/0
東京都	 1/26	 （4％）	 0/5	 0/8
※東京都　1/23区
埼玉県	 1/40	 （3％）	 0/22	 0/1

（以下　制定された市がない県）
青森県	 0/10	 	 1/22	 0/8
福島県	 0/13	 	 1/31	 0/15
岩手県	 0/14	 	 0/15	 0/4
宮城県	 0/14	 	 0/20	 0/1
栃木県	 0/14	 	 0/11
長野県	 0/19	 	 0/23	 0/35
富山県	 0/10	 	 0/4	 0/1
福井県	 0/9	 	 0/8
岐阜県	 0/21	 	 0/19	 0/2
愛知県	 0/38	 	 0/14	 0/2
島根県	 0/8	 	 0/10	 0/1
香川県	 0/8	 	 0/9
愛媛県	 0/11	 	 0/9	 0/0
長崎県	 0/13	 	 0/8	 0/0

【以下回答原文のまま集計】
問３　  ⑵　市町村の「教育の日」制定への各都

道府県退職校長会の関与について
・ �（和歌山県）県退職校長会の各支部（ 8支部）
が、市町村教育委員会等に「教育の日」を制
定するように要望活動をした。
・ �（沖縄県）未制定市町村の中から年に 4〜 5
の市町村を選び、県退職校長会役員が手分け
して直接訪問し要請活動を行っている。その

Ⅱ　 「教育の日」の制定状況と制定推進のための努力

　各都道府県退職校長会のご協力による回答を報告します。問 3は回答の原文をそのまま掲載し
ています
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際、既に制定している市町村の資料を持参し、
分かりやすく説明している。また、旅費捻出
等予算上の問題で直接訪問の困難なところへ
は文書で要請している。
・ �（佐賀県）全市町村の教育委員会に県退職校
長会の役員が、「教育の日」制定の趣意書を
持参し制定のお願いをした。
・ �（大分県）各市町村に、ＰＴＡ・現職校長会
等の教育に関わる諸団体からなる教育懇話会
を立ち上げ、それを中心に活動した。
・ �（宮崎県）県退職校長会各支部に「教育の日」
に関する取組みを知らせ、未制定の市町村に
おいて、制定の方向性をはたらきかけている。
・ �（徳島県）県の退職校長会が組織として関わ
ることはありません。会員が個人として、ま
たは地域社会の役員として関わっている人が
あるとは聞いています。
・ �（熊本県）県退職校長会が平成16年県議会に
「くまもと教育の日」制定に関する請願を行
い、本会議において採択、翌17年より実施さ
れた。その後、各郡市退職校長会の働きかけ
により、各市町に「教育の日」制定につなが
っている。
・ �（北海道）道退職校長会として直接的な関与
はないが、「北海道教育の日」の趣意を諸々
の機会に伝えていくことにより、市町村での
判断によって「教育の日」制定となったとこ
ろがある。また、道退職校長会が中心となり
状況にあわせて制定となったところもある。
・ �（山形県）「やまがた方式」として下記の取
り組みをしてきました。
○　教育委員会に「教育の日」制定の働きか
け
○　市町村の状況に応じた方法・内容で制定
し、条例制定に拘らない
○　学校現場に負担をかけないように配慮し、
現在の教育活動を生かした形での実施

・ �（群馬県）市町村教育委員会教育長に、制定
に関する要望書を提出するとともに話し合い
を行った。（県退職校長会本部で要望書のヒ
ナガタを作成し、各支部が市町村を訪問し対

応した。）
・ �（茨城県）退職校長会の会員の中には市町村
の教育委員会に関係した人も多いので市町村
の「教育の日」制定に関与している場合もあ
る。

問３　  ⑶　市町村の「教育の日」の事業・行事
①　多くの市町村で共通しているもの
・ボランティア活動（登下校の見守り・地域清
掃・花の栽培等）
・芸術鑑賞会・文化祭・音楽祭・講演会・地域
交流会・交通安全キャンペーン等
・子ども会議・少年の主張・ロードレース大会
・インターンシップ（各種職業）
・物づくり体験
②　市町村に特有なもの
・市町村の特産物を扱った収穫感謝祭やフェス
ティバル
・農業高校の栽培した花や野菜、加工品の販売
・町主催の「ふれあい教育フェスティバル」（中
高合同演奏会、町出身文化人のトークショー）
・小学校の「親子ふれあいフェスティバル」
・地域の歴史や人物等についての研修会
・地域の伝統芸能等の継承
・小中高生の「ふるさと探究コンテスト」
・偉人の墓地の清掃活動

問３　  ⑷　市町村にとって「教育の日」が制定
されたことによる成果

・地域住民の教育に関する関心が高まった。
・ふれあい活動を通じて保護者同士の結びつき
が深まっている。
・家庭・地域・学校の連携により、子育てへの
機運が高まった。
・地域行事に対しての住民の関心が高まった。
・自分が住んでいる地域のよさを再認識し、ふ
るさとに自身と誇りをもつ子どもの育成。
・地域社会の形成に主体的に参画できる人づく
りの進展を推進できる。
・市町村民の教育尊重の気運が高まった。
・地域ぐるみで子供を育てる意識が広まった。
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「教育の日」の制定状況　（令和元年12月現在）
―  36都道県、108市、１区、66町、19村		―

○北海道地区　制定 − 北海道
（北海道）	 石狩市　岩見沢市　小樽市　帯広市　苫小牧市　函館市　砂川市　稚内市
	 滝川市　赤平市　旭川市　美唄市　白老町　豊頃町　本別町　幕別町　月形町　
	 今金町　陸別町　大樹町　池田町　浦幌町　上砂川町　音更町　中札内村

○東北地区　制定県 − 青森県　岩手県　宮城県　秋田県　福島県　山形県
（青森県） 野辺地町　（秋田県）　大館市　男鹿市
（山形県）	 上山市　新庄市　天童市　村山市　山辺町　朝日町　（福島県）　浅川町

○関東甲信越地区　制定県 − 茨城県　栃木県　群馬県　埼玉県　東京都　神奈川県　長野県
（茨城県） ひたちなか市　土浦市　守谷市　稲敷市　牛久市　龍ケ崎市　筑西市　結城市
	 阿見町　河内町　利根町　茨城町　大洗町　城里町　東海村　美浦村

（群馬県） 前橋市　渋川市　藤岡市　沼田市　明和町　神流町　上野村
（埼玉県） 白岡市　（千葉県）　佐倉市　銚子市　野田市　南房総市　鋸南町　長生村
（東京都）　あきる野市　葛飾区　（山梨県）　甲府市　中央市　（新潟県）　上越市　見附市

○東海北陸地区　制定県  − 石川県　岐阜県　静岡県
（静岡県） 掛川市　富士宮市　（三重県）　名張市

○近畿地区　　制定県 − 滋賀県　兵庫県　奈良県　和歌山県
（滋賀県）　栗東市　（奈良県）　奈良市　香芝市
（和歌山県）和歌山市　海南市　橋本市　有田市　田辺市　新宮市　岩出市　紀の川市　御坊市
	 紀美野町　かつらぎ町　九度山町　高野町　広川町　由良町　有田川町　美浜町　日高町　
	 みなべ町　印南町　白浜町　上富田町　すさみ町　串本町　那智勝浦町　太地町　古座川町　
	 湯浅町　日高川町　北山村

○中国地区　制定県 − 島根県　岡山県　広島県　山口県　鳥取県
（鳥取県）	 鳥取市　南部町　（広島県）　三原市　府中市　東広島市　世羅町
（山口県）　美祢市　萩市　宇部市　和木町

○四国地区　制定県 − 徳島県　香川県　愛媛県　高知県
（徳島県）　美馬市　三好市　鳴門市　つるぎ町　（高知県）　安芸市　三原村

○九州地区　制定県 − 長崎県　熊本県　大分県　鹿児島県　宮崎県　沖縄県
（福岡県）	 筑後市　宗像市　八女市　糸島市　太宰府市　（佐賀県）　嬉野市　唐津市　多久市　
　神崎市　小城市　佐賀市　伊万里市　武雄市　鳥栖市　玄海町　（熊本県）　八代市　荒尾市　
　宇土市　宇城市　合志市　大津町　美里町　和水町　氷川町　（大分県）　宇佐市　国東市　
　佐伯市　津久見市　日田市　豊後高田市　別府市　杵築市　玖珠町　九重町　姫島村

（宮崎県）　串間市　日向市　日南市　都城市　宮崎市　高岡町　三股町　国富町
（沖縄県）　浦添市　宮古島市　那覇市　石垣市　糸満市　南城市　名護市　うるま市　
　沖縄市　宜野湾市　南風原町　西原町　八重瀬町　金武町　久米島町　嘉手納町　本部町
　伊是名村　恩納村　北中城村　読谷村　大宜味村　多良間村　国頭村　伊平屋村　中城村
　東村　宜野座村

　※	上記中、神奈川県は「かながわ教育月間」、岐阜県は「教育週間」、静岡県は「家庭教育の日」、
兵庫県は「兵庫の教育推進月間」、長崎県は「長崎っ子の心をみつめる教育週間」、鹿児島県は「地
域が育む“かごしまの教育”県民週間」、宮崎県は「みやざきこども教育週間」と呼ぶ。




